
第34回 とまこまいマラソン大会 2017/10/08

順位 氏名 カナ 記録No. 所属クラブ
Ｌ女子中学生以上 10Km

1 4657 高橋 理恵 ﾀｶﾊｼ ﾘｴ ＳＲＣ９０４ 0:40:44

2 4619 石村　瞳 ｲｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ ホリデイＳＣ苫小牧 0:42:00

3 4679 宮下 奏子 ﾐﾔｼﾀ ｶﾅｺ 札幌市 0:44:23

4 4642 木藤 幸子 ｷﾄﾞｳ ｻﾁｺ 苫小牧市 0:47:34

5 4688 横山 加奈子 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 苫小牧市 0:48:21

6 4640 岸本 寛美 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ 室蘭市 0:48:29

7 4654 平中 真弓 ﾀｲﾅｶ ﾏﾕﾐ 札幌市 0:49:08

8 4628 岩城 未央子 ｲﾜｷ ﾐｵｺ 札幌市 0:49:19

9 4623 志賀　亜貴絵 ｼｶﾞ ｱｷｴ ＮＯＰ４８ 0:50:47

10 4669 平岡 未帆 ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ 苫小牧市 0:51:50

11 4648 桜井 美代子 ｻｸﾗｲ ﾐﾖｺ チームＪＩＮ 0:52:04

12 4618 佐々木　一代 ｻｻｷ ｶｽﾞﾖ ホーチャンＡＣ 0:52:15

13 4617 谷川　夏恵 ﾀﾆｶﾜ ﾅﾂｴ 苫小牧市 0:52:52

14 4611 鎌田　宏美 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 苫小牧市 0:53:22

15 4666 野原 こずえ ﾉﾊﾗ ｺｽﾞｴ 室蘭市 0:53:37

16 4614 狭間　麻由美 ﾊｻﾞﾏ ﾏﾕﾐ ㈱ホテルニュー王子 0:54:11

17 4613 西岡　庸子 ﾆｼｵｶ ﾖｳｺ 苫小牧市 0:54:31

18 4644 小森 安奈 ｺﾓﾘ ｱﾝﾅ 苫小牧市 0:54:56

19 4601 島崎　美由紀 ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾕｷ 苫小牧市 0:55:08

20 4632 梅村 芳江 ｳﾒﾑﾗ ﾖｼｴ 札幌市 0:55:29

21 4662 中野 久美 ﾅｶﾉ ｸﾐ 函館走ろう会 0:55:33

22 4646 坂尻 京子 ｻｶｼﾞﾘ ｷｮｳｺ 歩っ君 0:55:52

23 4649 佐藤 璃梨花 ｻﾄｳ ﾘﾘｶ チーム北循 0:56:22

24 4625 阿部 篤子 ｱﾍﾞ ｱﾂｺ 苫小牧市 0:56:48

25 4636 大見 優美 ｵｵﾐ ﾕﾐ 札幌市 0:57:06

26 4605 橘井　真由美 ｷﾂｲ ﾏﾕﾐ 苫小牧市 0:57:13

27 4620 星野　順子 ﾎｼﾉ ｼﾞｭﾝｺ チームＳＡＫＡＭＯＴＯ 0:57:15

28 4670 平岡 里菜 ﾋﾗｵｶ ﾘﾅ 苫小牧市 0:57:16

29 4680 宮本 磨巳子 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾐｺ 苫小牧総合経済高等学校 0:57:34

30 4635 大浜 ひろみ ｵｵﾊﾏ ﾋﾛﾐ ホリデイ苫小牧ＳＣ 0:57:41

31 4681 村上 多恵子 ﾑﾗｶﾐ ﾀｴｺ 苫小牧市 0:57:43

32 4655 鷹井 るい ﾀｶｲ ﾙｲ 月寒東走ろう会 0:57:58

33 4667 畠山 あかね ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｶﾈ 苫小牧市 0:58:07

34 4606 藤田　麻里 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘ 苫小牧市 0:58:09

35 4651 蛇池 美帆 ｼﾞｬｲｹ ﾐﾎ 札幌市 0:58:10

36 4609 千葉　由里加 ﾁﾊﾞ ﾕﾘｶ 北海道千歳北陽高等学校 0:58:17

37 4683 山口 朋美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 苫小牧市 0:58:17

38 4645 齋藤 かほり ｻｲﾄｳ ｶﾎﾘ 釧路市 0:58:19

39 4658 田口 郁恵 ﾀｸﾞﾁ ｲｸｴ 苫小牧市 0:58:31

40 4650 清水 咲花 ｼﾐｽﾞ ｻｷｶ 苫小牧市 0:58:39

41 4634 蔭地野 清美 ｵｵｼﾞﾉ ｷﾖﾐ 札幌市 0:58:41

42 4647 坂本 千波 ｻｶﾓﾄ ﾁﾅﾐ 茨城県 0:58:48

43 4603 白山　真理子 ｼﾗﾔﾏ ﾏﾘｺ 苫小牧市 0:59:10

44 4622 野澤　由美 ﾉｻﾞﾜ ﾕﾐ ＮＯＰ４８ 0:59:23

45 4652 白石 こずえ ｼﾗｲｼ ｺｽﾞｴ 苫小牧市 0:59:23

46 4677 三浦 芳佳 ﾐｳﾗ ﾖｼｶ ＬＳＩメディエンス 1:00:53

47 4673 福田 絵里 ﾌｸﾀﾞ ｴﾘ 札幌市 1:00:53

48 4686 山本 みゆき ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 苫小牧市 1:01:01

49 4643 木村 のり子 ｷﾑﾗ ﾉﾘｺ 函館市 1:01:06

50 4638 加藤 泰子 ｶﾄｳ ﾔｽｺ 室蘭市 1:01:20
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51 4671 平郡 ひとみ ﾋﾗｺﾞｳﾘ ﾋﾄﾐ 苫小牧市 1:01:55

52 4602 村上　知穂 ﾑﾗｶﾐ ﾁﾎ ホワイトラビッツ 1:01:58

53 4621 星野　育美 ﾎｼﾉ ｲｸﾐ チームＯ・Ｉ・Ｈ 1:03:13

54 4629 岩田 朋子 ｲﾜﾀ ﾄﾓｺ チームへたれ 1:03:28

55 4616 石川　遥菜 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾅ ＧｒｉｎｇｒｉｎＧ　ｈａｉｒ 1:03:56

56 4608 増原　聡子 ﾏｽﾊﾗ ｻﾄｺ ホリデイＳＣ苫小牧 1:04:07

57 4639 神崎 小雪 ｶﾝｻﾞｷ ｺﾕｷ 神奈川県 1:04:49

58 4626 石川 晴菜 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 江別市 1:05:07

59 4682 盛合 里奈 ﾓﾘｱｲ ﾘﾅ 苫小牧市 1:05:22

60 4675 本田 千春 ﾎﾝﾀﾞ ﾁﾊﾙ 東京都 1:05:52

61 4668 花谷 修子 ﾊﾅﾔ ｼｭｳｺ 浦河町 1:06:05

62 4676 松岡 友理恵 ﾏﾂｵｶ ﾕﾘｴ 王子総合病院 1:06:12

63 4661 中野 和代 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾖ 苫小牧気分は走会 1:06:23

64 4604 山越　啓子 ﾔﾏｺｼ ｹｲｺ 室蘭市 1:06:29

65 4631 内山 麻子 ｳﾁﾔﾏ ｱｻｺ ちーむ　たおる 1:06:40

66 4637 笠山 沙耶華 ｶｻﾔﾏ ｻﾔｶ 王子総合病院 1:06:49

67 4615 𠮷田　枝里子 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ ＧｒｉｎｇｒｉｎＧ　ｈａｉｒ 1:06:57

68 4633 大江 知弥 ｵｵｴ ﾁﾋﾛ 苫小牧市 1:07:44

69 4665 野内 美里 ﾉｳﾁ ﾐｻﾄ 苫小牧市 1:07:44

70 4664 沼田 美嘉 ﾇﾏﾀ ﾐｶ とまこむ 1:07:49

71 4678 水見 智織 ﾐｽﾞﾐ ﾁｵﾘ 尚志館ＪＵＤＯ 1:08:18

72 4685 山本 紀代美 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ 札幌市 1:08:27

73 4612 千葉　邦子 ﾁﾊﾞ ｸﾆｺ 苫小牧市 1:08:51

74 4659 田辺 暁子 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 白老町 1:09:01

75 4641 木戸 てい子 ｷﾄﾞ ﾃｲｺ 苫小牧市 1:11:02

76 4660 寺山 順子 ﾃﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 苫小牧市 1:11:03

77 4656 高橋 さなえ ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ 千歳市 1:11:07

78 4630 岩本 晶子 ｲﾜﾓﾄ ｱｷｺ 白老町 1:11:34

79 4901 細川 智子 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｺ チームへたれ 1:13:15

80 4684 山田 美希 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 小樽市 1:13:48

81 4663 成澤 悠 ﾅﾘｻﾜ ﾕｳ 苫小牧市 1:13:53

82 4687 山家 里沙 ﾔﾏﾔ ﾘｻ 苫小牧市 1:13:54

83 4607 小林　久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ 苫小牧気分は走会 1:17:34

84 4610 辻　英里子 ﾂｼﾞ ｴﾘｺ ホリデイＳＣ苫小牧 1:21:20
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